2019年4月11日
公益財団法人日本サッカー協会

U-20日本代表候補 トレーニングキャンプ ＠千葉
メンバー（4/14-16）
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氏 名

KAGEYAMA Masanaga
AKIBA Tadahiro
TAKAHASHI Norio
OGAI Tomohiro
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身長

体重

所 属

茂木 秀

ﾓｷﾞ ｼｭｳ

MOGI Shu

1999.01.15

195 cm 80 kg セレッソ大阪

大迫 敬介

ｵｵｻｺ ｹｲｽｹ

OSAKO Keisuke

1999.07.28

186 cm 86 kg サンフレッチェ広島

若原 智哉

ﾜｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ

WAKAHARA Tomoya

1999.12.28

185 cm 83 kg 京都サンガF.C.

谷 晃生

ﾀﾆ ｺｳｾｲ

TANI Kosei

2000.11.22

189 cm 82 kg ガンバ大阪

石原 広教

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

ISHIHARA Hirokazu

1999.02.26

169 cm 63 kg アビスパ福岡

橋岡 大樹

ﾊｼｵｶ ﾀﾞｲｷ

HASHIOKA Daiki

1999.05.17

182 cm 73 kg 浦和レッズ

角田 涼太朗

ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

TSUNODA Ryotaro

1999.06.27

181 cm 71 kg 筑波大

瀬古 歩夢

ｾｺ ｱﾕﾑ

SEKO Ayumu

2000.06.07

183 cm 72 kg セレッソ大阪

三國 ケネディエブス

ﾐｸﾆ ｹﾈﾃﾞｨｴﾌﾞｽ

MIKUNI Kenedeiebusu

2000.06.23

192 cm 80 kg アビスパ福岡

菅原 由勢

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾅﾘ

SUGAWARA Yukinari

2000.06.28

179 cm 69 kg 名古屋グランパス

小林 友希

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

KOBAYASHI Yuki

2000.07.18

185 cm 75 kg ヴィッセル神戸

東 俊希

ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝｷ

HIGASHI Shunki

2000.07.28

180 cm 69 kg サンフレッチェ広島

安部 裕葵

ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ

ABE Hiroki

1999.01.28

171 cm 65 kg 鹿島アントラーズ

中島 元彦

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄﾋｺ

NAKAJIMA Motohiko

1999.04.18

170 cm 66 kg セレッソ大阪

伊藤 洋輝

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

ITO Hiroki

1999.05.12

188 cm 81 kg 名古屋グランパス

郷家 友太

ｺﾞｳｹ ﾕｳﾀ

GOKE Yuta

1999.06.10

183 cm 74 kg ヴィッセル神戸

藤本 寛也

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾝﾔ

FUJIMOTO Kanya

1999.07.01

176 cm 66 kg 東京ヴェルディ

山田 康太

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

YAMADA Kota

1999.07.10

175 cm 68 kg 横浜F・マリノス

斉藤 光毅

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

SAITO Koki

2001.08.10

170 cm 61 kg 横浜FC

宮代 大聖
西川 潤

ﾐﾔｼﾛ ﾀｲｾｲ
ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ

MIYASHIRO Taisei
NISHIKAWA Jun

2000.05.26
2002.02.21

178 cm 73 kg 川崎フロンターレ
181 cm 64 kg 桐光学園高

